
 国際ロータリー第２７９０地区 

ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

〔創 立〕１９６４年３月２日   〔例会日〕毎・金曜日１２時３０分   〔例会場〕オークラ千葉ホテル 

〔会 長〕斎藤 昌雄      〔幹 事〕植松 省自        〔会報委員長〕 永安 重治    

〔事務局〕 〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎０４３-２４５-３２０４） 

 

第２４４１回 

平成２６年２月２８日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◇ロータリーソング『それでこそロータリー』 
◇四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 
 
◆本日のお客様                        

・ゲストスピーカー／千葉都市モノレール株式会社  

代表取締役 大澤 雅章 様 

・千葉西ロータリークラブ／宮間 大輔 様 

 
◆会長挨拶及び報告     竹尾 白会長エレクト               

ソチオリンピックが盛大に行われ、フィギュアスケート

金メダルの羽生選手、ハーフパイプ銀メダルの平野選手、

銅メダルの平岡選手と 10 代の方がメダルを取られました。

4 年後の韓国ヒョンチャン冬季オリンピックでは、今回 8

個のメダルが 15 個ぐらいになるのではないかと大いに期

待しています。 

若い方の躍進が目立ちますから、当クラブの 4 月 4 日

50 周年記念式典でも若い会員の皆さんの活躍で成功

することを祈ります。 

 

◆委員会報告                            

≪国際奉仕委員会≫ 代・寺澤 一良会員 

吉田裕成国際奉仕委員長の代わりに話をさせていた

だきます。理事会で、私のほうから「50 周年を 50 人のポ

ール・ハリスフェロー（ＰＨＦ）で迎えよう」と申し上げたとこ

ろ、会長、実行委員長他理事の皆様に賛成していただ

き実行することになりました。入会の浅い会員は、ＰＨＦ

が何かをまだ分からない方もいると思いますので簡単に

説明しますと、会員は国際ロータリー（ＲＩ）の要請により

ロータリー財団に寄付をして世界平和のために努力する

ということで寄付を行い、第 1 目標ポリオの撲滅などに提

供され、ロータリー親善奨学生の費用等もここから捻出さ

れています。当クラブは、表彰を受けるほど寄付成績が

良く、ＰＨＦの未登録会員全員を登録する程度のポイント

を、吉田会員と私が持っているので、この機会に全員を

登録しようということです。大変名誉なことですから皆様

ご承知おきください。 

≪親睦活動委員会≫ 杉本 峰康委員長 

 今年度会員50名達成ということで、親睦活動委員会主

催で「新入会員歓迎会」を開催します。 

３月２０日（木）18：30～ の予定ですが、会場が決定

次第、正式にご案内しますので、宜しくお願いします。 

≪ロータリー米山記念奨学生カウンセラー≫ 

吉田 裕成会員 

ロータリー米山奨学生のウーレンさんの奨学期間が 3

月 31 日で終わります。奨学生は、ロータリー米山記念奨

学会へ 2 月末日までにレポートを提出することになって

いますが、その内容が大変立派でしたので、本日各テ

ーブルにコピーを置かせていただきました。これに、カウ

ンセラーとして私の報告を添えて提出したいと思います。

３月７日の例会で、ウーレンさんが最後となりますので、

是非とも励ましてやってください。 

≪ＲＹＬＡ委員会≫ 小野口 壽一委員長 

2 月 22 日（土）、23 日(日)の 2 日間、「第３７回ＲＹＬＡ

セミナーへ参加して来ました。今回も、ＡＬＳＯＫから 2 人

の社員の方が参加して下さいました。 

その時に昨年の「国際里山の集い」に参加された中国

のゴ・ホウカさんという方から、「千葉南クラブの皆さんに

お世話になりました。」と、声を掛けられましたのでご報

告します。 

 ※RYLA ＝ ロータリー青少年指導者養成プログラム 

 
◆ニコニコボックス報告             
≪斎藤昌雄会長・植松省自幹事≫ 

大澤雅章様、本日の卓話、宜しくお願い申し上げます。

（斎藤会長）本日は所用があり欠席となっております。申

し訳ありません。竹尾会長エレクトにおかれましては、代

理を宜しくお願い申し上げます。 

≪小林 透会員≫ 

ご無沙汰しています。今日は、楽しみにしていました。

皆さんが温かく出迎えて下さり、本当に頭が下がります。 

有難うございます。 

≪出井 清会員≫ 

忘年家族例会のジャンケン大会でゲットした、オークラ



ディナー券で楽しんできました。私は中華、ワイフはフラ

ンス料理、両方とも大変美味しゅうございました。有難う

ございました。 

≪吉田 裕成会員≫ 

本日、８２歳となりました。このように元気で誕生日を迎

えられましたことは、皆さんのお蔭！と感謝申し上げます。

これからも宜しくお願い致します。 

 

 
 
◆出席報告(会員数４６名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 
 

演題⇒ 『千葉都市モノレール開業２５周年記念事業 

                ちばモノレール駅伝２０１４』 

卓話者⇒ 千葉都市モノレール(株) 

         代表取締役社長  大澤 雅章様 

 
本日は、お招きいただきまし

て有難うございます。 

千葉南ロータリークラブさん

は、50 周年をお迎えになるとい

うことで、本当におめでとうござ

います。 

では、本題に入りまして、「ちばモノレール駅伝２０１４」

のお話をさせていただきます。当社は、去年 3 月 28 日か

ら 25 周年記念事業に入っております。今年の 3 月末ま

での 1 年間の予定で続けてまいりました。この会社は、ご

案内かもしれませんが千葉県、千葉市が主体になって

株を持ち合い民間企業も一部参加して設立された会社

であり、県庁の行政手続きが、会社の運営体制として発

足しました。昭和 62 年、旧国鉄がＪＲに変わるときに募集

した国鉄職員約 60 名を採用しています。初代社長は、

当時の友納知事で、その後、県庁職員ＯＢが続きました。

平成 18 年から 19 年にかけて当時の累積赤字が二百億

円に達し、実態は倒産しかけましたが、県と市が一旦赤

字を資本に組み入れ、99％減資する手法と、会社保有

資産のうち百億円ほどを千葉市が預かって帳簿上減価

償却費を減らす処置によって平成 19 年以降単年度黒

字を計上しています。 

しかし、減価償却をしないということは、設備更新のた

めの貯金も出来ないということであり、いずれ人を運べな

くなることが予測されるため、国税当局の処置で 90 億円

の資金確保まで法人税免除を受けています。その結果

毎年約 30 億円の売上に対し経費が約 25 億円、従って

約 5 億円の貯金が出来ています。私の就任時で約 50 億

円、これが 90 億円になるまで免除されるという大変恵ま

れた環境で社長にならせていただきました。とはいっても

最近の貯金はほとんど利息を生まず、だからといって高

リスク商品への投資も出来ず、しかし、駅設備は傷み雨

漏りする車両もあります。一方、毎日平均 4 万 7 千人の

利用客があり、営業を止めたというわけにもいきませんし

少なくとも後 50 年は頑張ろうと言っています。少なくとも

主要施設的にはあと 100 年は持ちますので、せめてもの

心意気を見せようということで新型車両を買ったのが 2 年

前です。１編成 2 両で 6 億円です。初年度 2 編成、昨年

1 編、つい最近ですが最後の 1 編成を購入し、合計 24

億円の投資となりました。これから 30 年、50 年、市民の

皆様と頑張るのだという意思を示すために、真っ青な車

体にガラス面をたくさんとった窓で「街を見守れる車」とい

うデザインコンセプトになっています。街の中を空から見

守って、皆様の生活や経済に安心と安全をお届けしてイ

ンフラを支えるという千葉都市モノレールです。 

私が社長になって、“新しいことをいっぱいやろうよ”と

２５周年に入ってから、月1件、12件の新しいことをキック

オフしました。自転車が載せられる車両もそのひとつで、

そのうち自転車が乗せられる車両を表示した時刻表も出

す予定です。その締めくくりとして、当社が保有している

駅が１８駅、２５周年のテーマが「ありがとうを繋いで次の

未来へ」というキャッチフレーズで、ありがとうを伝える方

法がないかを考える中で、駅からありがとうを伝えるという

ことで、「駅伝」となりました。 

しかし、リアルに駅間を繋ぐ駅伝をやろうとしたところ

公道を使う駅伝は無理という結論が出て、困って県庁に

相談に行ったところ、千葉県教育委員会の知人の協力

をいただき「千葉県総合スポーツセンター」で開催出来

ることになりました。本日お配りした資料の通りで、3 月 9

日(日)午前を「ハーフマラソンチャレンジの部」午後は

「モノレールチャレンジの部」として開催します。２，５００

人で走り、５，０００人で応援、参加登録料と協賛企業か

らの協賛金で運営します。競技エントリーと協賛企業は

予想を上回る参加がありました。あとは沿道応援に大勢

の方に集まっていただき、大いに盛り上げていただきた

いと願っています。皆様も時間のご都合が付けば、是非

応援参加を宜しくお願いします。 

                   （文責 永安 重治会員） 

 

 

第２４４２回例会 

≪５０周年記念式典打合せ≫ 

日 時⇒ 平成２６年３月７日(金) 点鐘１２：３０ 

会 場⇒ オークラ千葉ホテル 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6,000 円 累計 603,000 円

金の箱 335 円 累計 21,288 円

出席者数３４ 欠席者数１２ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率 １００ ％ 

千葉ＲＣ 月 3/17 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ― ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 3/18 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 3/19 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ― ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 3/13 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 3/13・3/20 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


